
 

 

  第４３回 北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会要項 

 
１．目  的  スポーツを通じて心身の健全な育成及びスピードスケート競技の底辺拡大と技術向 

上を目指し、少年団活動の更なる活性化を図ることを目的とする。 

２．主  催  (公財)北海道スポーツ協会・北海道スポーツ少年団・(一財)北海道スケート連盟 

北海道新聞社 

３．主  管  阿寒スケート協会・阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会 

４．後  援  北海道・北海道教育委員会・釧路市・釧路市教育委員会・ 

NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構・阿寒湖温泉旅館組合 

５．協  力  阿寒湖婦人会 

６．協  賛  株式会社 セコマ 

７．期  日  令和３年 １月１５日（金）～１７日（日） 

８．日  程  １月１５日（金） 公式練習      １０：００～１５：００ 

整氷時間      １２：００～１２：３０ 

トライアル時間   １３：３０～１４：００ 

開会式中止      

監督会議       １７：００～ 

 １月１６日（土） 公式練習       ７：００～７：４５ 

                 整 氷        ７：４５～８：００ 

ウォーミングアップ  ８：００～８：３０ 

                            競技終了後３０分 

        競技開始       ９：００～ 

① 500ｍ決勝 

中間ウォーミングアップ 

② 1,500ｍ決勝 

公式練習       競技終了後３０分 

        １月１７日（日） 公式練習       ７：００～７：４５ 

整 氷        ７：４５～８：００ 

ウォーミングアップ  ８：００～８：３０ 

        競技開始       ９：００～ 

① 1,000ｍ決勝 

中間ウォーミングアップ 

②3,000ｍ決勝 

９．会  場  監督会議  阿寒湖まりむ館 多目的ホール＜まりも～る＞ 

        競技        阿寒湖畔スケートリンク 

１０．競技種目  小学生３・４年 女・男  500ｍ・1,000ｍの２距離 

        小学生５・６年 女・男  500ｍ・1,000ｍ・1,500ｍの中から２距離 

        中学生 女・男      500ｍ・1,000ｍ・1,500ｍ・3,000ｍの中から２距離 

１１．競技方法  （１）国際スケート連盟スピードスケート競技規則（以下「ISU 規則」という）、日



本スケート連盟スピードスケート競技規則並びに本要項とする。 

        （２）トラックは、標準４００ｍダブルトラックＣタイプとする。 

          （３）各種目とも予選なしのダブルトラック決勝とする 

                   (４) １０００ｍ以上の距離にカルテットスタート競技方法を採用することができ

る。 

 

種目 

 

区分 

 

500m 1,000m 1,500m 3,000m 

予 選 決 勝 予 選 決 勝 予 選 決 勝 予 選 決 勝 

小学３･４年男･女 なし 

 

Ｄ 

 
なし 

 

Ｄ 

 

    

小学５･６年男･女 なし Ｄ なし 

 

Ｄ 

 

なし 

 

Ｄ 

 

  

中学生男･女 なし Ｄ なし 

 

Ｄ 

 

なし 

  

 Ｄ 

 

なし 

 

Ｄ 

 

 ※Ｄ→ダブルトラックレース   

         （５）各距離における同時滑走者の組合せ及び滑走順は以下のとおり決定する。 

            以下の定めのない事項については ISU 規則第 239 条 2 項に従う。 

          ア） 組合せ、滑走順用ランキングの編成 

①  各学年とも、距離ごとに参加申込が受け付けられた競技者（以下「参加

競技者」という）について、日本スケート連盟が公表した当該距離の前年

度記録（ただし、高速リンクで樹立されたものを除く。）又は当該距離の申

込締切日時点の今シーズンの記録（ただし、高速リンクで樹立されたもの

を除く。）のよい方（以下「ベストタイム」という）の順位によって順位付

ける。 

②  ベストタイムのない参加競技者については①ランキングの最下位に続け

て、申告されたダブルトラックのタイム、シングルトラックのタイムを参考

にレフェリー立ち合いのもとに順位付ける。 

イ)  組合せ及び滑走順 

①各距離において同時に滑走する参加競技者は、ア）によって編成されたラン

キングの上位の競技者から２名ずつ組み合わせる。 

②スタートレーンは、上位の者をインナーレーンとし、ランキングの下位      

の組から上位に向けて順次滑走する。 

ウ) 組合せ及び滑走順の決定後に棄権者が生じた場合、ISU 規則第 245 条１項・ 

3 項・4 項に従って組合せ及び滑走順を決定する。 

         （６）最終順位は学年ごとに決定するものとし、ISU 規則第 265 条、第 268 条及び 

            第 275 条を適用する。 

１２．表  彰  小学生は各学年男・女別に、中学生は男・女別に、各距離１位から３位までの者に 

賞状及びメダルを、４位から６位までの者に賞状を授与する。 

１３．参加資格  令和２年度日本スポーツ少年団に登録済の小学３年生以上及び中学生の団員で、 



スポーツ傷害保険に加入している者。 

１４．参加申込  参加申込一覧表（Ｈ.Ｐhttp://www.akanko-toki.com/よりダウンロードのこと）に

男子は黒書き、女子は朱書きをし、令和２年度スポーツ少年団登録用紙（スポーツ

少年団登録システムの帳票より団員登録を印刷したもの）・を添えて（メールの場合

はＰＤＦファイルにして添付してください。）、締切日までに下記申込先へ申し込む

こと（メール可）。なお、参加料は、締切日までに現金書留または指定口座に振り込

みで支払うこと（振り込みの際は、団体名または学校名で振り込むこと）。 

  （１）締切日  令和２年１２月２１日（月） 必着 

         （２）申込先  〒085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目６番２０号 

ＮＰＯ法人阿寒観光協会まちづくり推進機構内 

                 第４３回北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会事務局  

                 ＴＥＬ ０１５４－６７－３２００ 

                 ＦＡＸ ０１５４－６７－３０２４ 

                 Ｅ-mail info@akanko-toki.com 

         （３）参加料  １名につき ２，３００円 

            ※新型コロナウィルス感染対策により大会が中止となった場合、参加申込料は返金しない 

         （４）振込先  釧路信用金庫阿寒湖畔支店 普通 １００２６０４ 

                 阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会事務局 野村隆 

１５．その他   （１）参加者は、日本スケート連盟基準の「新型コロナウィルス感染症 

（COVID-19）対策としてスポーツ活動再開ガイドライン」をもとに、 

北海道及び釧路市の関係部局の方針に従い、施設や他域の実情に合わせた 

「感染拡大防止対策」に協力するとともに、次の事項について遵守するもの

とする。万一違反し、主催者が、他の参加者の安全を確保する等の観点か

ら、参加を取消し又は途中退場の判断を下した場合は、それに従うものとす

る。 

（ア）新型コロナ感染拡大予防のため、以下の事項に該当する場合は 

自主的に参加を見合わせること。 

① 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

② 同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合 

③ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい

る国・地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

         （イ）マスクを持参すること。 

         （ウ）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

         （エ）他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

         （オ）競技会開催中に大きな声で会話、応援しないこと。 

          （カ）感染防止のために主催者が決めたその他の措置に遵守、主催者の指示に従う。 

         （キ）競技会終了後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、 

主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

         （ク）本競技会に関わる全ての人の新型コロナウィルス感染に対するいかなる責任

を負わない。 

（ケ）最新情報は随時、阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会 ＨＰ 

http://www.akanko-toki.com/


でご案内いたしますのでご確認ください。↓ 

 http://www.akanko-toki.com/ 

（コ）公式練習・競技日初日 14 日間用【様式Ⅰ】及び競技当日用【様式Ⅱ】は各チ

ーム、別紙「体調管理チェックシート及び大会参加同意書」をそれぞれの所

定の日に受付に提出すること。 

（以下 URL よりダウンロード） 

         公式練習・競技日初日 14 日間用【様式Ⅰ】 ↓ 

http://akanko-toki.com/renewlist/data/20201110121841/entry6.xlsx 

競技当日用 【様式Ⅱ】 ↓ 

http://akanko-toki.com/renewlist/data/20201110121841/entry5.xlsx 

健康調査表 ↓ 

http://akanko-toki.com/renewlist/data/20201110121841/entry3.xlsx 

※【様式Ⅰ】の記入は上記の URL より健康調査票をダウンロードして利用してくだ

さい。 

健康調査票は【様式Ⅰ】を利用場合は提出の必要はありませんが１か月間程度保

管してください 

（２）大会中の事故等については、応急処置のみとし責任は負わない。 

（３）やむを得ない理由により競技を中止した場合は、参加料は返却しない。 

（４）大会要項・参加申込書・公式記録は冬季スポーツ大会実行委員会公式ホーム 

ページにてご覧いただけます。 

           Ｈ．Ｐ … http://www.akanko-toki.com/ 

         （５）宿泊希望者はホームページ下段にＩＤ及びパスワードを入力し、 

宿泊施設一覧表をご覧のうえ、各自手配すること。 

（ＩＤ tokisports ・ パスワード akanko1） 

 

「公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業」 

http://www.akanko-toki.com/
http://akanko-toki.com/renewlist/data/20201110121841/entry6.xlsx
http://akanko-toki.com/renewlist/data/20201110121841/entry5.xlsx
http://akanko-toki.com/renewlist/data/20201110121841/entry3.xlsx
http://www.akanko-toki.com/

